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センター長ごあいさつ

　国立がん研究センターでは、2012 年に、我が国におけるドラッグラグの解消、日本主導の創薬・医薬品機器
の革新的開発を目指すために、「早期・探索臨床研究センター」（NCC-EPOC）を柏・築地両キャンパス横断的
組織として立ち上げ、First-in-Human（FIH）試験、医師主導治験（企業・アカデミア製品をもちいて）と TR
研究を行う体制整備に取り組んできました。東・中央の両病院が 2015 年に「医療法に基づく臨床研究中核病院」
に指定されたことより FIH を含む臨床試験体制は両病院が担うことから、組織再編され、「先端医療開発センター

（EPOC）」が新たに設立され、国立がん研究センターの開発機能強化を進めてきました。
　先端医療開発センターは、早期開発の POC を目指した非臨床試験、早期・探索的な臨床トランスレーショナ
ル研究（TR）を推進しています。バイオマーカー探索 TR 分野、病理・臨床検査 TR 分野を設置し、創薬シーズ
研究段階からバイオマーカー探索、診断・検査開発、治療法の研究開発をおこない、東・中央の 2 中核拠点病院
での臨床研究や治験連携をしていく橋渡しの仕組みをサポートしています。医療機器開発にもフォーカスをおこ
ない、従来の粒子線医学に加えて次世代放射線治療開発推進として BNCT 医療開発分野を設置し、実地診療への
実用化に至っています。内視鏡機器開発分野および手術機器開発分野についても整備・支援することで、新規内
視鏡機器の開発、ロボット手術機器開発や画像、AI アプリ機器についても臨床開発推進しています。
　また、東京大学大学院新領域創成科学研究科、カブリ数物連携宇宙研究機構、東京理科大学、ベス・イスラエル・
ディーコネス・メディカル・センター、フレデリック国立がん研究所との包括的な連携により、異分野が融合し
た共同研究も行われています。病院が持つ診療情報と、コミュニティの住民や環境の多様なデータを統合する取
り組みもスタートし、国内外では他に類を見ないユニークな実証フィールドの形成を今後は目標としています。
　新 EPOC では、橋渡し機能の充実にむけて「National Cancer Center（NCC） Venture Incubation 
Program（NCC-VIP）」とも連携し、ベンチャーなどのシーズ開発研究支援強化や、ベンチャーキャピタル、企
業資金獲得での研究開発能力を向上し、さらなるエッジフィールドを目指します。RX － EPOC（リサーチトラ
ンスフォーメーションでの新しい EPOC）への変革を目指すことで拡張した機能を持つ EPOC にむかって進化
していきたいと考えています。皆さんのご支援、ご協力、ご指導を引き続きお願いします。

国立研究開発法人
国立がん研究センター
先端医療開発センター　
センター長 
土井 俊彦

National Cancer Center
Exploratory Oncology Research & 
Clinical Trial Center
Director

Toshihiko Doi

In 2005, the National Cancer Center (NCC) opened the “Research Center for Innovative Oncology (RCIO)” at NCC Hospital East, for healthcare 
professionals and basic researchers to develop next-generation drugs and medical devices, and in 2012, established the “Exploratory Oncology 
Research & Clinical Trial Center (EPOC),” to promote early clinical development including First in Human (FIH) studies. In 2015, RCIO and EPOC 
were integrated into a single unit, to strengthen development, whilst retaining the EPOC name in English. Since 2021, EPOC plays a new pivotal 
role in the "Center for Promotion of Translational Research" to efficiently bridge between our two Hospitals and Research Institute reporting 
directly to the president.
At EPOC we support quality control of human samples and clinical information for development, acquiring ISO15189 certification for pathological 
research institutes, to establish new shared values from innovation addressing existing needs and consistently and efficiently supporting the 
continuum from the systematic basic research to clinical application in drug discovery and medical device development to "innovate new shared 
values in medicine for the next generation." We also guide collaboration between NCC’s Hospital, Hospital East, and Research Institute with 
industries, nurture industry-academia development networks supporting drug discovery such as Shonan iPARK and Mitsui Link-Lab, and carry 
out joint research and development with academia such as the University of Tokyo, Tokyo University of Science, RIKEN, and National Institute of 
Advanced Industrial Science and Technology, while expanding the network globally, as a partner institution of the Cancer Center of Beth Israel 
Deaconess Medical Center (BIDMC), a teaching hospital of Harvard Medical School. We are one of the few organizations in Japan experienced in 
handling intellectual property from inventions, thus laid the foundation of SCRUM-Japan, transformed basic research results of oxygen saturation 
imaging endoscopy for clinical application, and developed companion diagnostics such as NCC-Oncopanel and HER2.
If you represent an academic institution or industry with an interest in medical development, do get in touch with us.

Greetings from the Director
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次世代医療における新しい共有価値の創造
～ Needs に対するイノベーションから目的追求型イノベーションへ～

Establishing new shared values for next-generation medicine
-From innovation addressing needs to goal-oriented innovation-

　新しい医療を創るということは、「新しい価値観を
創造すること」であると考えています。がんの治療が
臓器から遺伝情報へ、腫瘍細胞から免疫細胞へ、治療
戦略が大きく変革することを経験してきました。
　我々は技術の革新を通して、新しい価値観を一つで
も多く、そして速く、創造することを目指しています。

Medicine of tomorrow is about "establishing new 
values." We witnessed major changes in targets of 
cancer treatment strategies, from organs to genetic 
information, and from tumor cells to immune cells.
We aspire to establish new values expediently, 
through technological innovations.

発展を続ける EPOC　Evolving EPOC

第１世代 1st generation 第２世代 2nd generation 第３世代 3rd generation 第４世代 4th generation 第５世代 5th generation

研究所の支所として開設
基礎医学研究を開始

Established as a branch of the 
NCC Research Institute 

Started basic medical research

東病院の施設として再編
TR 研究を開始

Reorganized as an institution of 
NCC Hospital East

Started translational research

早期・探索臨床研究センター併設
早期臨床開発にも注力
Scrum-Japan の基盤

Established the Exploratory Oncology 
Research & Clinical Trial Center

Focus on early clinical development
Created the foundation of SCRUM-Japan

先端医療開発センターとして再編
TR/rTR 研究を発展

EPOC プロジェクト研究を開始
Reorganized as EPOC

Strengthened translational/
reverse translational research

Started EPOC projects research

開放された新しい研究棟
品質管理された検体・情報・手技、
組織的な医療開発、人材の流動性

Newly opened lab building
Quality-controlled samples, information, and techniques,

Organizational medical development 
and human resource mobility

臨床

基礎

TR
1994 年

2005 年

2012 年

2016 年
2021 年

研究所支所

実験動物舎
3TMRI

臨床開発センター

早期・探索臨床研究センター

先端医療
開発センター

橋渡し研究推進
センター

先端医療開発センター

橋渡し研究支援

次世代医療を最速・最短で！

①出口を見据えた研究基盤
②領域横断的な企業連携
③領域横断的なアカデミア連携
④病院とのシームレスな連携
⑤領域横断的な人材育成
⑥プロジェクト研究について

(1) Foundations of research with clear 
outcome plans
(2) Interdisciplinary cooperation with 
industries
(3) Interdisciplinary cooperation with 
academia
(4) Development integrating hospitals
(5) Nurturing polymaths
(6) EPOC project

EPOC 将来像の概念図　 Imaging center/animal experimentat ion faci l i ty

3C を目指す EPOC

放射線研究施設
radiology research laboratory

薬効試験
drug efficacy test

実験動物
experimental animals

OMICS 解析
OMICS analysis

病理診断
pathological diagnosis

品質管理された技術・技術員
quality-controlled technology and personnel

品質管理された検体検査
quality-controlled sample testing

品質管理された医療情報
quality-controlled medical information

細胞治療施設
cellular therapy laboratory

イメージングセンター
動物実験施設

imaging center animal testing laboratory

人材育成
システム

talent development 
system

cooperation with 
industries

medical development 
and translational/

reverse translational 
research

cooperation with 
academia

network/consortium

企業連携 医療開発・
TR/rTR 研究

アカデミア
連携

ネットワーク・
コンソージアム

研究を医療にするための環境をすべてここに。

Clinical

Research Institute Branch
Animal Experimentation 
Facility

Research Center for Innovative Oncology

Exploratory Oncology Research & 
Clinical Trial Center

Exploratory Oncology Research & 
Clinical Trial Center

Center for Promotion of 
Translational Research

Exploratory Oncology Research & Clinical Trial Center

Translational Research Support

TR

Basics

EPOC targeting 3Cs

We provide the comprehensive environment to translate research findings into medicine.

Fastest delivery of next-generation 
medicine!
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出口を見据えた研究基盤
～品質管理された情報・サンプル～

Foundations of research 
with clear outcome plans
-Quality-controlled information/samples-

　出口を見据えたうえでの、医薬品開発に必要な基盤
とは、品質管理された検体や医療情報、そしてその次
にある薬効試験・実験動物・OMICS 解析・病理診断
といった基盤技術の整備、またその基盤を動かし品質
管理する技術および技術員であると考え、基盤を構築
しています。

We bel ieve foundat ions requ i red for  drug 
development with clear outcome plans comprise: 
1)  qual i ty-control led samples and medical 
information, 2) relevant foundational technologies 
such as drug efficacy tests, experimental animals, 
OMICS analysis, and pathological diagnosis, and 
3) technology and technicians who utilize the 
foundations and control their quality.

あなたの思うEPOCとは？
What is EPOC to you?

TR/rTR 研究の推進、シーズの実臨床への導出、病院一体型の研究施設です。
It is a research institution integrated with hospitals, which promotes translational/reverse translational 
research and develops new drug candidates to clinical practice.

古賀 宣勝先生
Yoshikatsu Koga, MD, PhD

ISO-accredited pathology laboratory

Medium and large animal operating theater

MRI for small animals

SPECT device for small animals

PET device for small animals

Endoscope device development room

Q.

EPOC に整備されている施設紹介
Facilities at EPOC

ISO 管理された病理検査室

中大型動物手術室

小動物用 MRI 装置

小動物用 SPECT 装置

小動物用 PET 装置

内視鏡機器開発室

ISO15189 の認証を受けた、
日本で初めての研究用病理検
査室です。臨床試験などを見
据え、臨床検体の品質管理に
力を入れています。

新しい医療機器開発にはブタ
など中大型動物による実証実
験が必要です。中大型動物手
術室には腹腔鏡・内視鏡など
人で使用されている医療機器
が整備され、さまざまな医療
機器開発が行われています。

静 磁 場 強 度 9.4 テ ス ラ の
MRI 装置です。マウス、ラッ
ト、ハムスターの脳や体幹部
の断層画像を撮影できます。
造影剤の自動注入器も備えて
います。

放射性核種で標識した薬剤の
小動物の体内分布をインビボ
でイメージングする装置で
す。創薬研究やがん治療に関
する生体機能の評価に有用で
す。

陽電子放出核種という特殊な
核種で標識した薬剤が必要で
すが、SPECT 装置よりも高
い感度で標識薬剤の体内分布
や動態を観察することができ
ます。

さまざまな切削機器や 3D プ
リンターなどが配備され、東
京理科大学と国立がん研究セ
ンターの両機関に属する工学
系研究者が駐在し、医療機器
のプロトタイプを開発できる
環境が整っています。

The first ISO15189-certified 
research pathology laboratory 
in Japan, we focus on quality 
control of clinical samples in 
preparation for clinical studies.

Development of new medical devices 
requires experiments with medium and 
large animals such as pigs. The medium 
and large animal operating room is 
equipped with medical devices used for 
humans, such as a laparoscope and an 
endoscope, for development of a variety 
of medical devices.

This MRI device has a static 
magnet ic  f ie ld  st rength of 
9.4 tesla. It is used to take 
tomographic images of the 
brain and trunk of mice, rats, 
and hamsters. We also have a 
contrast auto-injector.

A dev ice to  image in  v ivo 
distr ibution of radionucl ide 
labeled drugs in small animals, 
it is useful in drug discovery 
research and evaluat ion of 
biological functions related to 
cancer treatment.

Requiring drugs labeled with a 
positron-emitting radionuclide, 
the distribution and kinetics of 
the labeled drug in the body 
can be observed with higher 
sensitivity than with the SPECT 
device.

Engineer ing researchers f rom 
Tokyo University of Science and 
the National Cancer Center are 
stationed in this room, with various 
cutting instruments and 3D printers, 
creating an ideal environment to 
develop medical device prototypes.
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領域横断的な企業連携
～新しい形の産学連携拠点～

Interdisciplinary collaboration 
with industries
-A new industry-academia collaboration base-

　新しい医療を作るには、製品を開発する企業との連
携が不可欠です。我々は、湘南 iPark や各製薬企業・
医療機器関連企業との産学連携及び共同研究を促進す
るシステム作りを進めるほか、東病院・EPOC に隣
接する三井リンクラボと連携するなど、新しい産学共
同医療開発ネットワークを構成しています。

New medicine requires collaboration with industry 
developing products. We promote industry-
academia collaborations and joint research with 
Shonan iPark, and with pharmaceutical and 
medical device companies, thus forming new 
industry-academia medical development networks, 
such as with Mitsui Link-Lab adjacent to NCC 
Hospital East and EPOC.

あなたの思うEPOCとは？
What is EPOC to you?

とにかく、スピード感のある施設だと思います。
It’s speed. Things move very quickly here.

合川 勝二室長

大津 敦先生

Katsuji Aikawa, PhD

Atsushi Ohtsu, MD, PhD 

　開発のスピード、そしてそのために整備された基盤、それらはすべて「海外と戦う
ためにどうしたらよいか」を考え続けた結果です。ようやく色々な物が整備され、世
界に打って出る準備が整ってきました。
Development speed dictates the foundations, thrusting EPOC to the 
forefront of world-class development. Preparations are now complete, we 
are now ready to spearhead global development .

Q.

病院併設型の新しい産学共同研究開発拠点形成
Formation of a new industry-academia joint research and development base integrated with hospitals

FOR THE NEXT GENERATION

がん（Cancer）の治癒（Cure）及び克服（Conquer）（Conquer and Cure 
Cancer= “3C”）を目指して、がんの医薬品や医療機器の開発に向けたシーズ探
索から前臨床、早期臨床試験までを一貫して支援・実施しています。

To achieve the goal to Cure and Conquer Cancers (“3Cs”), we consistently support 
and conduct new drug candidate exploration, preclinical and early clinical studies, 
toward development of new drugs and medical devices to treat cancers.

三井リンクラボ柏の葉 1　2021 年開設

続きは WEB で

Mitsui Link-Lab Kashiwanoha 1 opened 2021

街+
医療の視点 まちづくりの視点

産 学 医

Conquer and Cure Cancer=“3C”

Conquer（克復） Cure（治癒）

Cancer（がん）

Medicine Community development

Details available on the website
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領域横断的なアカデミア連携
～目的追求型イノベーションへ～

Interdisciplinary collaboration 
with industries 
-Towards goal-oriented innovation-

　現在、東京大学や東京理科大学、理化学研究所、産
業総合研究所とのネットワークに加え、ハーバード大
学関連病院であるべスイスラエル・デコネス・メディ
カルセンター（BIDMC）の Cancer Center との共
同施設として、国内外にもネットワークを作っていま
す。新しい医療を創るのに必要な技術連携を迅速に作
れる体制があります。

Adding to our network with the University of Tokyo, 
Tokyo University of Science, RIKEN, and National 
Inst i tute of  Advanced Industr ia l  Sc ience and 
Technology, we have expanded our networks in 
Japan and overseas, as a partner institution of the 
Cancer Center of Beth Israel Deaconess Medical 
Center (BIDMC), a teaching hospital of Harvard 
Medical School. We are prepared to push through with 
technical collaboration to speed up the process of 
developing new medicine.

濱田 哲暢先生
Akinobu Hamada, PhD

国内外の幅広いネットワークの HUB
The hub of extensive networks in Japan and overseas

あなたの思うEPOCとは？
What is EPOC to you?

基礎と臨床をまたぐ TR 研究に特化しているのが特徴と考えます。
It is about specializing in translational research, serving as a bridge between basic research and clinical 
implementation.

Q.

池松 弘朗先生
Hiroaki Ikematsu, MD, PhD

　物理的な距離の近さによるスピードアップ効果、密な連携による次世代医療の価値
観の共有、これがクロスアポイントメントの大きなメリットだと感じます。

Cross-Appointments speed up developments with close coordination 
deploying physical proximity and readiness in sharing values for next-
generation development.

FOR THE NEXT GENERATION

続きは WEB で

鶴岡連携
研究拠点形成
鶴岡コホート

東京理科大学野田キャンパス 東京大学柏キャンパス

次世代医療創造のための
Data Base 作成
Database development for
 next-generation medicine

次世代医療創造のための
国際連携の推進

International collaboration for next-
generation medicine

柏の葉コホート

医工理数連携
がんメタボローム鶴岡

医療IT人材の育成

放射線技術管理
IAEA

共有価値の創造

創薬・医療機器・検査各領域の企業との連携
Working with industries in drug discovery, medical devices, and testing

Details available on the website

Innovating shared value

Tokyo University of Science Noda Campus University of Tokyo Kashiwa Campus

Tsuruoka Metabolomics Laboratory

International Atomic 
Energy Agency

Nurturing medical IT professionals
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病院とのシームレスな連携
～病院併設型の研究施設～

Seamless collaboration 
with hospitals
-Research institution integrated with hospitals-

　最終的に “研究を医療に” するには、病院での臨床
開発が不可欠です。研究から臨床へ、シームレスに移
行するための中間的な役割とともにマネージメントの
役割も果たす、それが EPOC の重要な任務と考えて
います。

Clinical development in hospitals is essential to 
“reap the fruit of research in medicine”. EPOC’s 
mission is to serve as a bridge to seamlessly 
translate research into medicine, and to manage 
the individual projects.

中面 哲也先生
Tetsuya Nakatsura, MD, PhD

基礎研究と病院を結んだ新しい効率の良い臨床開発

事例のご紹介

New and efficient clinical development linking basic research with hospitals

Examples

あなたの思うEPOCとは？
What is EPOC to you?

患者さんや国民に直接役立てる研究が特徴と考えます。
It is all about research directly delivering results helpful to patients and citizens.Q.

松村 保広先生
Yasuhiro Matsumura, MD, PhD

　JCOG 運営委員メンバーになり、臨床評価の基準がいかに厳しいかを目の前で見
られたのは TR 研究を行うにあたって、貴重な経験だったと思います。大学ではなか
なか経験できないことです。
As a member of the JCOG Executive Committee, I witnessed the maintenance of 
rigorous clinical evaluation standards, a valuable experience for conducting translational 
research. It would have been difficult to find similar opportunities at a university.

FOR THE NEXT GENERATION

続きは WEB で

　EPOC ではこれまで、NBI  (Narrow Band Imaging )内視
鏡など、より詳細な観察による病変の早期発見を可能とする技
術を開発してきました。また、近年 OSI (oxygen saturation 
imaging：酸素飽和度を測定する内視鏡 ) など、機能観察を可能
にする技術開発にも力を入れています。

　日本のゲノム医療の先駆けとなった SCRUM-Japan の立ち上
げ、そしてがんゲノムプロファイリング用の検査システムである
NCC オンコパネルの開発を行ってきました。基礎研究から医療
への “ 速さ ” はシームレスな連携の大きな成果の１つです。

EPOC developed technologies that enable early detection of lesions by 
improvements allowing more detailed observations, such as an NBI (Narrow 
Band Imaging) endoscopy. Our recent efforts also include development of 
technologies to monitor functions, such as OSI (oxygen saturation imaging).

We launched SCRUM-Japan, which pioneered genomic medicine in Japan, 
and developed NCC-Oncopanel: a cancer gene panel test. The "speed” 
taking basic research to medicine" is an achievement resulting from seamless 
collaboration across disciplines/units.

内視鏡開発 Endoscopes ゲノム医療 Genomic medicine

研究所
NCC Research Institute

中央病院
NCC Hospital 

東病院
NCC Hospital East

先端医療開発センター
NCC EPOC

Exploratory Oncology Research & 
Clinical Trial Center 

Fundamental Innovative
Oncology（FIOC）

Details available on the website
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医療開発研究に関わる人材育成
～ EPOC から世界へ～

Nurturing talent for medical 
development research
-From EPOC to the world-

実践型プロジェクトマネージャーの育成　～イノベーションタイガー～
Fostering project managers -Innovation Tigers-

From Toshio Fujimoto, General Manager of Shonan Health Innovation Park (Shonan iPark)

　湘南 iPark は産官学が集積するオープンイノベーションの研究拠点として 2018 年に発足しまし
た。現在 88 の入居企業・団体、そして 2000 名を超える研究者や技術者が集積しています。EPOC
とは「がん創薬支援プラットフォーム」の設立に向けた覚書を締結しており、アカデミア発シーズと
企業戦略をマッチングさせて新薬開発を促進する試みを行っています。アカデミアの先端研究と、企
業の持つ創薬研究資産を共有する双方向の協力により、画期的新薬の創出にむけた研究を加速できれ
ばと期待しています。

Shonan iPark was established in 2018 as a research base for open innovation where industries, government, and academia work together. Currently, 
there are 88 resident companies and organizations, and over 2000 researchers and engineers. A memorandum of understanding was concluded with 
EPOC on the establishment of the "Cancer Drug Discovery Support Platform," promoting development of new drugs by matching corporate strategies 
to new drug candidates developed by academia. We accelerate research toward creation of innovative new drugs, by integrating advanced research 
conducted by academia with drug discovery research assets owned by companies.

This is a human resource development program in collaboration with 
Shonan iPark. A challenger from academia presents entrepreneurial 
orientations, requests financial support for joint research to reviewers 
(business experts called tigers). The ideas are discussed and scored to 
determine whether it is successful. The plot of this program is similar to 
the TV program “The Tigers of Money.” We bring academia and industries 
closer, promote the so-called “drug discovery ecosystem” to develop 
new drug candidates from upstream (basic research) to downstream 
(commercialization).

湘南 iPark ジェネラルマネージャー 藤本利夫氏より

　“エグゼクティブ PI”、すなわち「EPOC のミッションを理
解し、知識・スキルを獲得して研究開発を実践できる人材」の
育成を主眼にしています。また、シーズ開発に必要なアカデミ
アサイドの目利きとしてのトレーニングにも力を入れていま
す。さらに、EPOC をハブにしたアカデミア・アカデミア間
やアカデミア・企業間の新しいネットワークを形成して、教育・
人材育成の場としても活用していきます。“イノベーションタ
イガー” や “Seeing What's Next ”をはじめ、魅力的かつ実
践的な教育プログラムを展開していきます。

　湘南iParkとEPOCが連携して創出した人材育成プログラムです。発表者（アカデミア＝挑戦者）がレビュアー
（企業側目利き＝虎）に要望する点（起業オリエンテーション、資金援助、共同研究など）を伝えて、その要望に沿っ
てディスカッションした後、点数化して、合格・不合格の判定を受け取るという、さながらテレビ番組 “ マネー
の虎 ” を彷彿させるストーリー展開になっています。アカデミア・企業間の溝を埋め、 上流 ( 基礎研究 ) から下
流 ( 事業化 ) までシーズ開発が進む、いわゆる “ 創薬エコシステム ” の促進を目指しています。

We raise “Executive PIs”, those who deliver the 
mission of EPOC, master necessary knowledge 
and skills, and drive research and development. 
We also focus on training experts in academia, 
ensur ing that they develop an apt i tude in 
discerning new drug candidates. We will form 
new academia-academia and academia-business 
networks with EPOC serving as the hub, deploy 
them in education and raising talent. Attractive and 
practical educational programs will be expanded, 
such as “Innovation Tigers” and “Seeing What’s 
Next.”
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EPOC プロジェクト研究

「今動き出す、新たな価値観の創造」

～分野の垣根を超えた開発研究～

～山形県鶴岡市との連携～

EPOC project

“New values innovated and shared”

Research composed of multiple basic 
and clinical departments

-Collaboration with 
Tsuruoka City, Yamagata Prefecture-

HP より PDF がダウンロードいただけます。
ぜひご覧ください。 English

(FY2021)　 
日本語

（2022年度）
PDF downloadable from the website; we hope you will find it useful.

EPOC 研究者一覧のご紹介
Introduction to EPOC Reseachers Catalog

In 2016, as part of the regional relocation projects of central ministries, agencies, and research institutions, we established the “National Cancer 
Center Metabolomics Laboratory” (Tsuruoka collaboration research base) in Tsuruoka City, Yamagata Prefecture, and the second phase began 
in 2021. For the purpose of extensively applying results of the first-phase project, the second-phase project aims to 1) establish a region-wide 
medical system/model for cancer treatment, 2) promote industries utilizing research results, and 3) develop human resources and promote 
health in the community.
During the second-phase of the project, the National Cancer Center will use this base for collecting information on regional medical care and 
practicing social medicine, and to develop a model of cancer care system of the future in Japan.

2021 年 7 月 7 日第２期連携協定式の様子
（右下から時計回り）鶴岡市、慶應義塾、山形県、国立がん研究
センターの各代表
July 7, 2021: The signing ceremony of the second-phase agreement
(Clockwise from top left) Representatives from Yamagata Prefecture, National 
Cancer Center, Tsuruoka City, and Keio University

　先端医療開発センターでは新しい医療の創出を目指した
TR/rTR 研究が行われていますが、より効率のよい目標達成を
目指して、研究企画推進部門が進捗管理を行うプロジェクト型
の研究を開始しました。従来の単一研究分野による研究ではな
く、基礎と臨床を含む多部局の複数分野にまたがる研究組織で
構成される EPOC プロジェクト研究は、臨床研究を含む実臨
床への出口を明確にし、基礎および臨床から企業への展開を目
指し、研究期間と達成目標を明確にした研究が行われています。
　現在進行中のプロジェクトはホームページをご覧ください。

　2016 年より、中央省庁・研究機関の地方移転施策プロジェ
クトの一つとして、山形県鶴岡市に地域連携研究拠点（鶴岡連
携研究拠点）「がんメタボロミクス研究室」を開設し、2021
年より第２期がスタートしました。第 2 期プロジェクトでは
第 1 期プロジェクト成果を広く発展させることを目的に、１）
がん地域医療体制・モデルの構築、２）研究成果を活用した産
業振興、３）人材育成や地域の健康づくりを目指します。
　国立がん研究センターは、この第２期プロジェクトを地域医
療の情報収集および社会医学の実践の場として活用し、将来の
日本のがん医療体制のモデルを提案します。

At EPOC, medical care of the next era is developed 
through translational/reverse translational research. To 
improve efficiency, we initiated project-type research 
in which the Department of Strategic Programs steers 
progress. EPOC’s project-type research is conducted 
by several research units representing various fields, 
including basic and clinical research teams, unlike 
conventional studies concluded within a single 
research field. It clearly defines the expected outcome 
including clinical research or practice, deploys basic or 
clinical research results in business schemes, setting 
clear research timeframes and achievement targets.
Updated information on our ongoing projects are 
available on our website.

English 日本語
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先端医療開発センター　組織図
2022 年 4 月 1 日時点

Exploratory Oncology Research & 
Clinical Trial Center (EPOC)  

As of April 1, 2022

President

EPOC Director

Deputy Director

Division of Experimental Therapeutics ( Kashiwa・Tsukiji )Group for Clinical Research

Group for Translational Research

Group for Innovative Cancer Treatment

Core Facilities

理事長

新薬臨床開発分野（柏・築地）

Division of Biomarker Discovery ( Kashiwa・Tsukiji )

バイオマーカー探索トランスレーショナルリサーチ分野
（柏・築地）

Division of Translational Genomics ( Kashiwa・Tsukiji )

ゲノムトランスレーショナルリサーチ分野（柏・築地）

Division of Innovative Pathology and Laboratory Medicine ( Kashiwa・Tsukiji )

病理・臨床検査トランスレーショナルリサーチ分野
（柏・築地）

Division of Translational Informatics

トランスレーショナルインフォマティクス分野

Division of Pathology

Divison of Developmental Therapeutics

Division of Cancer Immunotherapy

Division of Psycho-Oncology

Division of Functional Imaging

Division of Radiation Oncology and Particle Therapy

Division of Surgical Technology

Division of Collaborative Research and Developments

Section of Experimental Animals ( Kashiwa )

Section of Support of Animal Experimentation ( Tsukiji )

Department of Strategic Programs

Division of Boron Neutron Capture Therapy Director

Division of Cancer Immunology

免疫トランスレーショナルリサーチ分野

Division of Clinical Pharmacology and Translational Research

臨床薬理トランスレーショナルリサーチ分野

臨床腫瘍病理分野

先端医療開発センター長

副センター長

新薬開発分野

免疫療法開発分野

精神腫瘍学開発分野

機能診断開発分野

粒子線医学開発分野

手術機器開発分野

共通研究開発分野

実験動物管理室（柏）

動物実験支援室（築地）

研究企画推進部門

BNCT 医療開発分野

Division of Science and Technology for Endoscopy ( Kashiwa・Tsukiji )

内視鏡機器開発分野（柏・築地）

臨床研究グループ

TR グループ

医薬品開発グループ

Group for Innovative Diagnostic and
 Therapeutic Device

医療機器開発グループ

共通部門



築 地 キ ャ ン パ ス
Tsukiji Campus

柏 キ ャ ン パ ス
Kashiwa Campus

〒104-0045　東京都中央区築地5-1-1
Tel. 03-3542-2511（代表電話）
5-1-1 Tsukiji Chuo-ku, Tokyo 104-0045, Japan
Phone: +81-3-3542-2511

〒277-8577　千葉県柏市柏の葉6-5-1
Tel. 04-7133-1111（代表電話）
6-5-1 Kashiwanoha, Kashiwa-shi, Chiba, 
277-8577, Japan
Phone: +81-4-7133-1111

主要交通機関
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•  東京メトロ 日比谷線・都営地下鉄 浅草線 東銀座駅 6 番出口

から徒歩5分

ACCESS
• Tsukijishijo Station (Toei Oedo Line, E18) 1 min. from Exit A1, A3

• Tsukiji Station (Tokyo Metro Hibiya Line, H11) 5 min. from Exit 2

• Higashi-ginza Station (Toei Asakusa Line A11, Tokyo Metro Hibiya  

Line, H10) 6 min. from Exit 6

主要交通機関
• つくばエクスプレス　柏の葉キャンパス駅西口から：　  

東武バス ( 国立がん研究センター経由 ) 江戸川台駅東口行きまたは　　　
流山おおたかの森駅東口行き6分／タクシー5分～10分

• JR 常磐線・東京メトロ千代田線・東武アーバンパークライン柏駅西口から：
東武バス国立がん研究センター行き30分／タクシー20分～30分

ACCESS
• Kashiwanoha-campus Station (Tsukuba Express line, TX13 ) 5-10 min.　　

taxi ride or 6 min. Tobu bus ( 西柏03、西柏04 ) ride from West Exit.
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West Exit.
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共同研究に関するお問い合わせ Contact

EPOC HP のメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

https://www.ncc.go.jp/inquiry/epoc/epoc_form/index.html
Contact us via the e-mail form on EPOC’s website.

国立研究開発法人
国立がん研究センター先端医療開発センター
　National Cancer Center
Exploratory Oncology Research & Clinical Trial Center https://www.ncc.go.jp/jp/epoc/
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